
入会案内 
 

放課後児童健全育成事業とは、児童福祉法第 6条の 3第 2項の規定に基づき、保護者が労

働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に適切な遊

び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。Kids BASE BunBは千葉市届け

出済の放課後児童健全育成事業所です。 

 

設置主体  名称 Kids BASE BunB 

所在地   千葉市美浜区打瀬 2-11パティオス 6番街 105 号 

連絡先   電話:043-216-4610  Mail:info@aiwakai-bunb.com 

 

1. 対象者：小学校 1年生から 6年生まで（年長：3月卒園後 1日体験あり） 

 

2. 受付期間・定員 

受付期間：随時 

通年入会（2年目以降継続の場合、再度入会金はかかりません。) 

一時入会（2か月未満） 

夏季入会（夏休み期間）    

※一時入会・夏季入会については定員の空きに応じて受け入れ可能人数が変動します。 

 

定員： 32名（障害児 2名） 

 

3. 年間イベント(予定) 

 

春 オリエンテーション 

遠足 

食育 

夏 夏休み中お預かり説明会 

ベイタウン祭り 

夏合宿 

安全教室 

秋 ハロウィン 

芸術鑑賞会 

懇談会 

冬 クリスマス会 

冬合宿 

壮行会・お別れ会 



4. １日の流れ 

 

通常保育（授業がある日）        全日保育（長期休暇・振替休日） 

                   7:00 延長 

                   8:00 開所・室内 

                   9:00 自由時間・アクティビティ 

                   12:00 昼食 

                   13:00 自由時間・アクティビティ 

13：00 開所(早帰りなどの場合は放課後から開所) 

14:50 登所・宿題タイム 

16:00 おやつ・片付け 

16:45 自由遊び・アクティビティ 

18:00  降所・延長 

20:00 閉所 

 

※アクティビティ:英会話・ダンス・スポーツ文化遊び・音楽・工作など 

 

利用日・利用時間・延長利用について 

 

区分 基本時間 延長時間 

通常授業日(月～金曜日） 下校時～18：00 7：00-8：00・18：00～20：00 

土曜日（詳細別途記載） 8：00～18：00 7：00-8：00・18：00～20：00 

長期休業期間（月～土曜日） 8：00～18：00 7：00-8：00・18：00～20：00 

学校行事等振替休業日 8：00～18：00 7：00-8：00・18：00～20：00 

日曜日、祝日、12/29、30、31、

1/1、2、3 
開設なし 開設なし 

※基本時間外にご利用の場合は原則 1ヵ月前までにご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



学童保育料(月額) 

 

入会金 通年 10000円（兄弟 2 人目 5000 円） 

夏季 5000 円  ※一時保育に入会金はかかりません。 

 

基本利用料金※（週 5日利用） 

通常 12000 円/月  

7月 14500 円/月 

8月 15400 円/月 

週 1 日利用 5000 円/月 

週 2 日利用 7400 円/月 

週 3 日利用 8600 円/月 

週 4 日利用 9800 円/月 

土曜日利用 8：00-17：00 3500 円/日 

おやつ代 2000 円/月（パティシエによるおやつ提供あり） 

施設費 1000 円/月 

教材費 1000 円/月(英会話・オプションサービス送迎料込) 

メール配信サービス料 1000 円/年 

保険料 3000 円/年（途中退会のご返金無） 

引落・振込手数料 実費 

行事への参加に要する費用 

（用具購入及びレンタル費含む）  

実費 

一時保育（月〜金曜日） 

 

    （土曜日） 

1500 円/時間 7：00-8：00・18：00～ 

1000 円/時間（8：00-18：00） 

2000 円/時間 7：00-8：00・17：00～ 

1500 円/時間（8：00-17：00） 

休会費 1000 円/月 年間 2 か月間まで 

※ 海外経験のあるスタッフ常駐、日本人スタッフ・外国人との英語コミュニケーション体験料込 

 

午前延長保育料 7:00-8:00 500円/30 分 

 

午後延長保育料 

18:00-19:00 500円/30 分 

19:00-20:00 1000 円/30分 

土曜日午前延長保育料 7:00-8:00 500円/30 分 

土曜日午後延長保育料 17:00-18:00 1000 円/30分 

※ 退会の場合は 1か月前に事業所へ退会申込書を提出してください。1 か月を切ってのお申し出は翌月

分学童保育料がかかります。 

 

※おやつ代・施設費・教材費別途 



登所・降所、早退、途中外出等について 

メールアドレスのご登録をお願い致します。 

（１）欠席の連絡 

欠席することが事前にわかっている場合は、メール又はお電話でお知らせください。事前にご予定がわ

からない場合は、必ず保護者の方より当日の場合は 12：00-14:00までの間にお電話でご連絡ください。 

（２）早退の連絡 

習い事等であらかじめ早退する曜日/時間が決まっている場合は、事前にメールまたはお電話でご連絡

ください。 

（３）習い事について 

 習い事などの外出時間は原則自己管理でお願い致します。 

（４）降所について 

原則として児童自身で帰宅、または、保護者の方のお迎えになります。 

18 時までに帰宅する児童は、保護者によるお迎えを推奨しますが、お子さまひとりで帰宅することが

ある場合は同意書をご提出いただきます。 

（５）延長利用の降所について 

帰宅時の安全確保の為、18:00以降の降所は必ず保護者などによるお迎えをお願致します。 

（６）登所手段について 

自転車での登所は可能です。自転車置き場のルールをしっかり守って駐輪してください。自転車は施設

外に駐輪いたしますので、鍵の紛失や、盗難などの責任は負えません。自己責任での管理となります。 

（７）伝染病 

インフルエンザや風疹等の診断を受けた児童については、学校への登校が可能となるまでは通所でき

ません。市指定の許可等が必要な病気にかかった場合、療養報告書をご提出ください。（小学校に提出

する場合はそのコピーでも可） 

 

延長・休日保育について 

（１）予定が決まり次第、早めのご連絡をお願い致します。 

（２）土曜日のご利用については、一ヶ月前までにご連絡下さい。 

（３）急な場合、ご対応しかねる場合もございます。 

（４）延長料金は 30分刻みで発生いたします。  

（５）お迎えが、万が一 20 時を超えた際の料金は、1分超過毎に 500 円になります。 

 

事務手数料について 

（１） 保育料のお支払について、振込手数料は保護者様負担となり、お引落の場合は 1回 220 円（税込）

を事務手数料として毎月頂きます。 

（２）万が一、お引き落としが出来なかった場合は、請求書を再発行しますので、再請求書記載の振込先

宛にお振込をお願いします。その際には事務手数料 1回ひとりあたり 220円(税込み)かかります。 

（３）返金依頼の振込手数料は、場合によって保護者負担となります。 

（４）引落口座を変更する場合は手数料として１回につき 220円(税込み)かかります。 



昼食・おやつについて 

（１）土曜日など、学校の給食のない日はお弁当を必ず持たせてください。 

（２）お弁当のかわりにお金を持たせた場合の貴重品は自己管理になります。 

（３）おやつ、昼食等、当学童保育所より提供した食べ残しはこちらで処分いたします。 

（４）18 時以降の延長時のおやつについて、下記の持ち込みはご遠慮ください。 

（ガム、飴、大袋のお菓子、オマケつきのお菓子、チョコレートなど） 

 

事故や急病等への対応 

（１）体調不良の場合は、ご家庭での看護をお願い致します。 

（２）急病や事故が発生した時は、状況に応じて緊急連絡先へ電話連絡をしますので、 

お迎えをお願いします。 

（２）急病、ケガ等により緊急を要する場合は、救急車を要請し、あわせて保護者へ連絡しますので、医

療機関へ「健康保険証」をお持ちいただくとともにその後の対応をお願いいたします。 

（３）その後の通院が必要な場合は、保護者の方で対応をお願い致します。 

（４）病児保育としてのお預かりはありませんので、怪我や病気の時に学童保育所での生活が困難な場

合は、回復するまでお預かりをお断りいたします。 

（５）発熱について 

37.5 度以上の発熱の場合は、ご連絡させて頂きますのでお迎えをお願い致します。24時間以内に

熱が出た場合、または 24時間以内に解熱剤を使用した場合は登所を 

お控えください。また熱がなくても嘔吐など体調の悪い場合にはお迎えのご連絡をさせていただ

く場合がございます。 

（６）投薬等の医療行為については、医師の投薬指示書、保護者からの投薬依頼書、 

一回分のお薬をお持ち下さい。 

（８）既往歴によってはお預かりをお断りする場合がございます。 

 

◆以下のような時は自宅での看護をお願い致します。 

 

発熱・活気、機嫌が悪い、食欲がない、37.5度以上 

・24 時間以内に 38 度以上あった 

・24 時間以内に解熱剤を使った 

 

咳 ・咳のため夜間に起きる 

・連続して咳き込む、呼吸がつらそう 

・機嫌 / 食欲がよくない 

 

下痢・24 時間以内に 2 回以上水様下痢あり 

・食事毎に下痢になる 

 



嘔吐・24 時間以内に 2 回以上の嘔吐あり 

・食欲や活気がない 

・嘔気があり、いつもより体温が高め 

 

発疹・発熱に伴って発疹がある 

・口内炎で食事がとれない 

・とびひ等の発疹により患部の覆えない、患部を掻くなど感染の恐れがある場合 

 

その他 

（１）学級閉鎖等で休校になった場合 

・児童が登校しているクラス、学年、学校が、インフルエンザ等による学級閉鎖、学年閉鎖、学校一斉休

講になった場合、感染拡大防止のため登所はご遠慮ください。 

 

（２）寄り道について 

・寄り道の危険性について各ご家庭でご指導いただき、安全に登所、降所できるようご協力をお願い致し

ます。登所が極端に遅い時は、学校や職場にご連絡させていただくこともあります。 

 

（３）持ち物について 

・すべての持ち物に必ず記名をお願い致します。また、学童に必要のないものは、トラブルの原因になり

ますので、お持ちにならないようご協力をお願い致します。 

許可できるもの：昼食等のお金・携帯電話・自宅の鍵・電子マネー（Suicaなど）・定期 

貴重品はすべて自己管理となりますので、紛失等について当施設では一切の責任を負いかねます。 

 

（４）ハンカチ、はながみについて 

・手洗いうがいをするため、ハンカチを使用しますので必ずご持参ください。 

 

＊学童保育の生活において、お子様に特別な配慮が必要であると指導員が判断した場合はご相談させて

いただきます。 


